
８ 参議院議員海外派遣一覧

○ＯＤＡ調査

派遣の目的 派遣地 派遣期間 派遣議員 派遣報告

アメリカ合衆国、カナダ及 米国 21.10. 8 藤末 健三君（民主） 22. 2. 2

び国際機関の開発援助政策 カナダ ～10.16 泉 信也君（自民） 議院運営委員会

の動向等に関する調査 草川 昭三君（公明） に報告書提出

(21.9.24 議長決定)

ブラジル連邦共和国、パナ 米国 21.10.10 藤原 良信君（民主） 22. 2. 2

マ共和国及びペルー共和国 ブラジル ～10.23 椎名 一君（自民） 議院運営委員会

に対する我が国の政府開発 パナマ 井上 哲士君（共産） に報告書提出

援助に関する調査 ペルー

(21.9.16 議長決定)

フィリピン共和国及びイン フィリピン 21.10.11 若林 正俊君（自民） 22. 2. 2

ドネシア共和国に対する我 インドネシア ～10.19 松浦 大悟君（民主） 議院運営委員会

が国の政府開発援助並びに シンガポール 石井 準一君（自民） に報告書提出

シンガポール共和国におけ

る海外援助の制度と動向に

関する調査

(21.9.25 議長決定)

ケニア共和国、ウガンダ共 ケニア 21.10.11 木俣 佳丈君（民主） 22. 2. 2

和国及び南アフリカ共和国 ウガンダ ～10.23 姫井 由美子君（民主） 議院運営委員会

に対する我が国の政府開発 南アフリカ 山本 順三君（自民） に報告書提出

援助、フランス共和国にお フランス

ける海外援助の制度と動向

並びにＯＥＣＤ－ＤＡＣの

活動状況等に関する調査

(21.10.1 議長決定)



○国際会議出席

派遣の目的 派遣地 派遣期間 派遣議員 派遣報告

第31回日本・ＥＵ議員会議 ベルギー 21.12. 8 広中 和歌子君（民主） 22. 2. 2

・準備会合出席 ～12.12 松山 政司君（自民） 議院運営委員会

(21.11.27 議長決定) に報告書提出

気候変動枠組条約第15回締 デンマーク 21.12.13 岡崎 トミ子君（民主） 22. 3.10

約国会議（ＣＯＰ15）の際 ～12.20 議院運営委員会

の議員会議出席 に報告書提出

(21.11.9 議長決定)

日メコン女性議員会議出席 ラオス 21.12.19 相原 久美子君（民主） 22. 2. 2

(21.12.4 議長決定) ～12.24 川口 順子君（自民） 議院運営委員会

に報告書提出

第18回アジア・太平洋議員 シンガポール 22. 1.17 平山 誠君（民主） 22. 4.14

フォーラム（ＡＰＰＦ）総 ～ 1.22 中曽根 弘文君（自民） 議院運営委員会

会出席 に報告書提出

(22.1.5 議長決定)

第122回ＩＰＵ（列国議会 タイ 22. 3.27 藤谷 光信君（民主） 22. 6.11

同盟）会議出席 ～ 4. 2 木村 仁君（自民） 議院運営委員会

(22.2.17 議長決定) に報告書提出

第31回日本・ＥＵ議員会議 ベルギー 22. 5.31 谷岡 郁子君（民主） 次国会の議院運

出席 ～ 6. 3 松山 政司君（自民） 営委員会に報告

(22.5.13 議長決定) 書を提出予定



○議会間交流

派遣の目的 派遣地 派遣期間 派遣議員 派遣報告

モロッコ王国参議院及びチ モロッコ 21.12.10 (副議長) 22. 2. 2

ュニジア共和国評議院の招 チュニジア ～12.21
山東 昭子君( 無 )

議院運営委員会

待による両国公式訪問及び フランス
家西 悟君（民主）

に報告書提出

各国の政治経済事情等視察 アラブ首長国
吉田 博美君（自民）

(21.12.1 議長決定) 連邦
木庭 健太郎君（公明）

第４回日中議員会議出席 中国 22. 4.28 大石 正光君（民主） 22. 6.11

(22.4.16 議長決定) ～ 5. 2 浅野 勝人君（自民） 議院運営委員会

田名部 匡省君（民主） に報告書提出

大石 尚子君（民主）

加賀谷 健君（民主）

横峯 良郎君（民主）

愛知 治郎君（自民）

丸山 和也君（自民）

山本 博司君（公明）



○重要事項調査

派遣の目的 派遣地 派遣期間 派遣議員 派遣報告

ニュージーランド及びオー ニュージーラ 21.12.13 佐藤 泰介君（民主） 22. 3.10

ストラリア連邦における教 ンド ～12.19 川上 義博君（民主） 議院運営委員会

育改革に関する実情調査並 オーストラリ 山下 芳生君（共産） に報告書提出

びに両国の政治経済事情等 ア

視察

(21.12.8 議長決定)

オランダ王国及び英国にお オランダ 21.12.14 徳永 久志君（民主） 22. 3.10

ける世界同時不況下での雇 英国 ～12.20 植松 恵美子君（民主） 議院運営委員会

用失業問題、労働者派遣、 行田 邦子君（民主） に報告書提出

ワークシェアリング等の労 河合 常則君（自民）

働施策に関する実情調査並 牧野 たかお君（自民）

びに両国の政治経済事情等

視察

(21.12.7 議長決定)

アメリカ合衆国の経済状況 米国 21.12.14 外山 君（民主） 22. 3.10

及び経済活性化に向けた取 ～12.22 平山 誠君（民主） 議院運営委員会

組に関する実情調査並びに に報告書提出

政治経済事情等視察

(21.12.7 議長決定)


